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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　容器内の流体媒体（２２）の充填レベルを静電容量的に測定するためのセンサシステム
（１０）であって、　収容された容器の外面に接触する２つの接触領域、および各接触領
域に配置されて前記容器の充填レベルを静電容量的に検出する少なくとも１つのレベル検
出電極（Ｃ１、Ｃ２
、Ｃ１１、Ｃ１２、Ｃ２１、Ｃ２２）が設けられたレセプタクル（３０）を備え、
　前記容器の前記レセプタクルに対する正常なカップリングを静電容量的に判断するカッ
プリング測定装置（Ｃ１１、Ｃ１２、Ｃ２１、Ｃ２２）を備えることを特徴とする、セン
サシステム。
【請求項２】
　前記レベル検出電極は、分割された複数の電極領域を有し、
　前記カップリング測定装置は、各検出電極の電極領域による静電容量的な測定を通じて
前記カップリングを判断することを特徴とする、請求項１に記載のセンサシステム。
【請求項３】
　前記カップリング測定装置は、各接触領域において、前記レベル検出電極（Ｃ１、Ｃ２
）とは異なる２つの電極対（Ｃ１１’、Ｃ１２’、Ｃ２１、Ｃ２２）を備えていることを
特徴とする、請求項１に記載のセンサシステム。
【請求項４】
　前記カップリング測定装置は、例えば前記容器と前記レセプタクルとの間に間隙が存在
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する場合のように弱すぎるカップリングと、例えば前記接触領域に流体やその他の異物が
存在する場合のように強すぎるカップリングの双方を、検出可能であることを特徴とする
、請求項１から３のいずれか一項に記載のセンサシステム。
【請求項５】
　前記カップリング測定装置は、前記容器の充填レベルの測定により十分なレベルが検出
されると同時に、前記カップリング測定により不十分なカップリングが検出されたとき、
当該不十分なカップリングをユーザに報知する事前アラームを動作させることが可能であ
ることを特徴とする、請求項１から４のいずれか一項に記載のセンサシステム。
【請求項６】
　前記センサシステムは、前記レベル検出電極を通じて複素全インピーダンスＺｔｏｔを
判断し、前記全インピーダンスの評価を通じて前記レベル検出を実行するように構成され
ていることを特徴とする、請求項１から５のいずれか一項に記載のセンサシステム。
【請求項７】
　前記センサシステムは、前記全インピーダンスの実部の評価を通じて前記レベル検出を
実行するように構成されていることを特徴とする、請求項６に記載のセンサシステム。
【請求項８】
　前記センサシステムは、前記レベル検出電極を通じて複素全インピーダンスＺｔｏｔを
判断し、当該複素全インピーダンスＺｔｏｔの経時的変化を復調器を通じて受け取る構成
とされており、
　前記変化は、ボイド率のような不均一性を認識するために、評価ユニットにおいて前記
複素全インピーダンスＺｔｏｔとともに前記レベル検出の判断に用いられることを特徴と
する、請求項１から７のいずれか一項に記載のセンサシステム。
【請求項９】
　前記センサシステムは、６０ＭＨｚより高い、好ましくは７０ＭＨｚより高い周波数で
前記レベル検出に係る前記測定を実行するように構成されていることを特徴とする、請求
項１から８のいずれか一項に記載のセンサシステム。
【請求項１０】
　前記センサシステムは、９０ＭＨｚより低い、好ましくは７８ＭＨｚより低い周波数で
前記レベル検出に係る前記測定を実行するように構成されていることを特徴とする、請求
項１から９のいずれか一項に記載のセンサシステム。
【請求項１１】
　レベルおよびカップリングの測定用の電場を生成する手段と、
　異なる測定電極（Ｃ１１、Ｃ１２、Ｃ２１およびＣ２２）の複素インピーダンスを、振
幅、位相、およびこれらの経時変化に基づいて取得する手段とを備えることを特徴とする
、請求項１から１０のいずれか一項に記載のセンサシステム。
【請求項１２】
　前記容器は、透析装置、点滴装置、または輸血装置における気泡捕捉器であることを特
徴とする、請求項１から１１のいずれか一項に記載のセンサシステム。
【請求項１３】
　容器内の流体媒体（２２）の充填レベルを静電容量的に測定するための方法であって、
　前記容器はセンサシステムのレセプタクルに保持されており、
　前記センサシステムのレベル検出装置（Ｃ１、Ｃ２、Ｃ１１、Ｃ１２、Ｃ２１、Ｃ２２
）は前記容器内の流体のレベルを静電容量的に測定するものであり、
　前記容器の前記レセプタクルに対する正常なカップリングが、カップリング測定装置（
Ｃ１１、Ｃ１２、Ｃ２１、Ｃ２２）を用いて静電容量的に判断されることを特徴とする、
方法。
【請求項１４】
　前記レベル検出に係る測定と、前記カップリングに係る測定は、時間的に交互に行なわ
れることを特徴とする、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
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　医療装置であって、
　請求項１から１２のいずれか一項に記載のセンサシステムと、
　気泡捕捉器が設けられた導電性水溶液の流体回路とを備え、
　前記センサシステムは、前記気泡捕捉器内の流体レベルを測定し、当該測定の結果に応
じて、前記流体回路の送液ポンプ、弁、またはスロットルを制御する構成とされている、
医療装置。
【請求項１６】
　透析装置である、請求項１５に記載の医療装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、請求項１の前段部に係る、流体媒体の充填レベルを静電容量的に測定するた
めのセンサシステム、および請求項１６に係る医療装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な用途で、流体、特に導電性流体の充填レベルを測定するためにセンサが必要であ
る。流体の純度および汚染防止に対する要求が高い場合、流体は測定装置に接触してはな
らないため、非侵襲的測定システムが適当である。そのようなシステムでは、例えば電場
および当該電場への被測定媒体による影響とを利用して、充填レベルを検出する。
【０００３】
　静電容量式の充填レベルセンサが特許文献１により公知である。そのセンサにおいては
、容器の側壁に取り付けられた第１の測定電極に、増幅器を介して特定の周波数の電圧が
供給される。その結果、容器の下に配設された第２の電極まで電気力線が生じてコンデン
サを形成する。例えば比誘電率εＲの温度依存性に起因して、容器の静電容量Ｃが増大す
ると、測定結果に歪みが生ずる可能性がある。このため、補償電極Ｃが容器の壁に配設さ
れて当該電極から生ずる電気力線が実質的に容器壁のみを貫くようにすることで、容器の
影響を検出するようにしている。
【０００４】
　検出される充填レベルが、例えば容器壁の特性変化に起因して影響されるのと同様に、
容器表面が濡れることにより、または液面の低下に伴い容器の内側に膜が形成されること
により測定される媒体の導電率が影響を受けやすいことが、測定装置において解決される
べき課題として挙げられる。サージ的に生ずる可能性がある液面の変化も考慮する必要が
ある。カップリングもまた問題を生ずる。カップリングは、測定装置に対する容器の収容
状態の質を示す指標である。容器からレセプタクルへの遷移点でカップリング容量ＣＫが
生じる。当該遷移に係るインピーダンスＺＣは、基本的に容量性リアクタンスＸＣ＝１／
ωＣ＝１／２πｆＣＫによって表される。
【０００５】
　測定装置におけるキャパシタプレート間の測定経路は、平行プレートコンデンサの直列
接続とみなされる。平行プレートコンデンサの静電容量はＣ＝ε０εｒＡ／ｄとして計算
される。
【０００６】
　ε０は誘電率（真空の誘電率）、Ａは有効面積、ｄはプレート間の離隔距離であり、こ
の距離は電気力線の経路に対応する。εＲは媒体の比誘電率である。血液やアイソトニッ
ク食塩水などの関係する測定媒体においては、比誘電率εＲは周波数に大きく依存する。
その一方で、関係する媒体の比導電率κ（血液は６ｍＳ／ｃｍ、ＮａＣｌは１６ｍＳ／ｃ
ｍ）は、限られた範囲内でのみ周波数に依存する。
【０００７】
　上記測定装置では、以下で詳細に説明するが、カップリング容量がｐＦの範囲内で変動
する。媒体のオーム抵抗は数ｋΩの範囲内にある。これらの値から、静電容量式のセンサ
の場合、動作周波数ｆがｋＨｚから数ＭＨｚに至る範囲にある測定結果は、主としてカッ
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プリング容量によって定まることが明らかである。インピーダンスおよび位相がそのリア
クタンスによって支配されるからである。
【０００８】
　公知の測定装置は、正しい充填レベルと、流体の単なる薄膜またはサージとを確実に区
別することができない。大量の媒体と流体薄膜とのオーム抵抗差による僅かに過ぎない影
響よりも、カップリングの最も小さな変化の方が大きいからである。
【０００９】
　したがって、特許文献２または特許文献３に説明されているように、例えば７５ＭＨｚ
を上回るなど、動作周波数を高くする必要性が生じる。その一方で、動作周波数が例えば
８０ＭＨｚから数百ＭＨｚの高い範囲にあると、機器および回路の設計、特にＥＭＣコン
プライアンスに厳しい要求が課される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】独国特許出願公開199 49 985 A1号公報
【特許文献２】独国特許出願公開196 51 355 A1号公報
【特許文献３】独国特許出願公開10 2005 057 558 A1号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明の目的は、充填レベルに達しているか否かを非侵襲的に検出すること、すなわち
例えば血液、食塩水、透析液等の水生媒体が非導電性の容器内に十分な充填レベルで存在
するか否かを二値情報として検出することにある。すなわち解決すべき課題は、以下に掲
げる通りである。
　・センサシステムは、容器内壁上の膜の形成を認識可能であることを要する、および／
または、液面が低下した場合にも当該膜形成と正しい充填レベルを区別可能であることを
要する。
　・センサシステムは、センサ要素の領域に生じる可能性のあるサージの形成に対してロ
バスト性を有することを要する。
　・センサシステムは、血液と厚発泡（血液と空気の混合物など）とをできる限り区別可
能であることを要する。そのような血液と空気の混合物は、体外回路に空気が入ったとき
に静脈気泡捕捉器に生じる可能性があり、特に測定媒体の表面上に集まる。
　・センサシステムは接触に対してできる限りロバスト性を有することを要する。レベル
検出は、（機能上の）アースに接続された媒体と接続されていない媒体の両方に対して確
実に機能すべきである。
　・センサシステムは、生じうる容器のレセプタクルへの正常でない収容状態を認識可能
であることを要する。特に、正常な収容状態を連続的に監視可能であることを要する。
　・センサシステムは、リーク等による測定領域における水分の蓄積などの汚染に対して
ロバスト性を有し、かつ当該汚染を認識可能であることを要する。以下に詳述する本発明
に係る容器において、測定領域は、容器の外側の領域と、センサを備えるレセプタクルと
を含む。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題は、請求項１に記載の特徴によって解決される。続く従属請求項は、他の有利
な発展形態を記述するものである。
【００１３】
　本発明によれば、容器内の流体媒体の充填レベルを静電容量的に測定するためのセンサ
システムが提供される。容器は、好ましくは透析装置の気泡捕捉器である。センサシステ
ムは、レセプタクルを備える。レセプタクルには、収容された容器の外面に接触する２つ
の接触領域、および各接触領域に配置されて前記容器の充填レベルを静電容量的に検出す
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る少なくとも１つのレベル検出電極が設けられている。センサシステムは、容器のレセプ
タクルに対する正常なカップリングを静電容量的に判断するカップリング測定装置を備え
る。当該カップリングは、好ましくは機械的接触によるものであり、（小さな）空隙が残
っているものも想定に含まれる。
【００１４】
　この構成の利点は、それが非侵襲性であることである。つまり上記の測定は、測定セン
サまたはプローブが流体と接触することなく行なわれる。したがって上記センサシステム
は、容器に装着可能なアダプタの一種である。不十分なカップリング（例えば機械的な接
触が不十分など）はカップリングの静電容量的な測定によって検出することができる。こ
の静電容量的な測定は、評価に共通の電子回路を使用するため、コストが抑制される。こ
の独立したカップリング測定は、充填レベルの測定をより高い周波数を用いて実行するこ
とを可能とする。高周波の使用により、測定された充填レベルの値が不十分なカップリン
グにより歪むリスクを伴わない。
【００１５】
　前記レベル検出電極は、分割された複数の電極領域を有し、前記カップリング測定装置
は、各検出電極の電極領域による静電容量的な測定を通じて前記カップリングを判断する
とよい。
　この異なる回路構成によれば、分割された電極が接触領域ごとに１つだけ使用されるた
め、部品コストが抑制される。また本設計のシステムは、上記接触領域において電極対を
できる限り正確にかつ近接して配置することにより、同じ場所で両測定が行なわれうるよ
うに構成されうる。
【００１６】
　別の実施形態においては、前記カップリング測定装置は、各接触領域において、前記レ
ベル検出電極とは異なる２つの電極対を備えている。当該電極対は、前記レベル検出電極
に対し、前記容器の長手方向について軸がずれる配置とされている。
　これにより機能的な分離が可能であり、上記の異なる複数の測定が同時に実行されるこ
とを可能とする。後述するフォーカスアレイにおいて電極群のアナライザへの接続を切替
える必要もない。
【００１７】
　加えて、前記カップリング測定装置は、例えば前記容器と前記レセプタクルとの間に間
隙が存在する場合のように弱すぎるカップリングと、例えば前記接触領域に流体やその他
の異物が存在する場合のように強すぎるカップリングの双方を、検出可能である。
　このカップリング測定の２つの機能により、汚染によってカップリングが強すぎるか否
かが簡易かつ低コストで検出される。これによりレベル検出の測定結果が誤って肯定的と
なることを回避あるいは認識することができる。
【００１８】
　一実施形態においては、前記カップリング測定装置は、前記容器の充填レベルの測定に
より十分なレベルが検出されると同時に、前記カップリング測定により不十分なカップリ
ングが検出されたとき、当該不十分なカップリングをユーザに報知する事前アラームを動
作させることが可能である。
　カップリングが不十分であるのにレベル検出測定結果が肯定的である場合、真のレベル
は不変でありながら、検出可能な外部の影響なしにレベル検出結果が不規則に変動する可
能性がある。そのため不十分なカップリングを適時に警告することによって、そのような
不規則変動の問題を回避することができる。すなわち上記不十分なカップリングの事前ア
ラームおよび／または通知は、本来は示されない「不十分なレベル」のメッセージが誤解
釈されることにより、しばしば気泡捕捉器へ過充填がなされることを防止する。
【００１９】
　他の実施形態においては、ユーザが空の気泡捕捉器を正しく挿入したかをチェックする
ための気泡捕捉器の検出にカップリング測定が用いられうる。
【００２０】
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　具体的には、複素全インピーダンスＺｔｏｔがレベル検出電極により判定され、それに
よりレベル検出が行なわれる。ここで上記インピーダンスの実部が評価されることが好ま
しい。この実部が測定流体における電気抵抗の測定値であり、その抵抗値は、容器の内壁
に膜が形成された場合やサージが生じた場合において、対応する充填レベルの抵抗値より
も大きくなる。よって測定が簡易かつ確実に実行され、流体の膜と対応する充填レベルと
の区別が可能となる。
　一方、公知技術に係るセンサは、レベル（すなわち十分なレベルであるか否かに係る情
報）の検出に際し、複素全インピーダンスＺｔｏｔの位相が評価されることを基本として
おり、発信器の発振状態または非発振状態に基づいて行なう。この手法は、位相情報の近
似的定量化とみることもできる。実部の評価は、充填レベルの検出をより正確にすること
ができる。また後述するように、実部は、任意で厚発泡の検出に用いられうる。評価は実
部に対するものであるため、より低い動作周波数が使用されうる。
【００２１】
　本発明の他の発展形態においては、前記レベル検出電極を通じて複素全インピーダンス
Ｚｔｏｔを判断し、当該複素全インピーダンスＺｔｏｔの経時的変化を復調器を通じて判
断する構成とされており、前記変化は、ボイド率のような不均一性を認識するために、評
価ユニットにおいて前記複素全インピーダンスＺｔｏｔとともに前記レベル検出の判断に
用いられる。換言すると、複素インピーダンスＺｔｏｔ（大きさと位相、あるいは虚部と
実部）をより高い時間分解能で取得する。
　気泡はしばしば流体の表面上で（とりわけ容器が気泡捕捉器である場合は）その位置を
変えるので、測定電場が貫く媒体の電気特性は、混入した不溶空気によって、容器を満た
した場合または空にした場合よりもかなり頻繁に変化する。このような変動する測定結果
が気泡により生じることが分かっているので、当該測定結果は、対応する評価に使用され
うる。
【００２２】
　例えば、レベル検出の測定は、６０ＭＨｚより高い、好ましくは７０ＭＨｚより高い周
波数で実行される。高い動作周波数を用いる主な目的は、結合容量インピーダンスの全イ
ンピーダンスに対する割合を、測定対象の媒体とごく薄い膜との概ね周波数依存するオー
ム抵抗差を明確に識別かつ取得できる程度まで低減することにある。
【００２３】
　他の実施形態では、レベル検出の測定は、９０ＭＨｚより低い、好ましくは７８ＭＨｚ
より低い周波数で実行される。動作周波数が非常に高い（例えば１００ＭＨｚ以上の範囲
）測定システムを用いれば、容器内側表面上の媒体の膜と、測定すべき媒体の充填レベル
を、確実に識別することができる。
　しかしながら、このような高周波数のシステムでは、センサシステムと監視対象の容器
とのカップリングが正常かどうかを容器が充填される前にチェックする能力の低下は避け
られない。すなわち高すぎる動作周波数は、カップリング判定の妨げとなりうる。この場
合、最適な動作点（具体的にはレベル検出測定およびカップリング監視に係る動作点）を
それぞれ有する別々の周波数を用い、周波数の切り替えによって測定が行なわれる。
【００２４】
　レベルおよびカップリングの測定用の電場を生成する手段と、異なる測定電極（Ｃ１１

、Ｃ１２、Ｃ２１およびＣ２２）の複素インピーダンスを、振幅、位相、およびこれらの
経時変化に基づいて取得する手段とを備える構成とすることが好ましい。
　このようなシステムは、制御信号に応じて、ネットワークアナライザをセンサシステム
の異なる測定電極に接続することができる。この測定システムは、とりわけ複素インピー
ダンスを高い分解能で測定するために用いられる。フォーカスアレイは、制御信号に応じ
て特定の入力信号が特定の出力ポートに至る経路を定める電子論理回路である。このよう
にして、単一の電子評価ユニットが、上記の各種測定のための異なる電極に対し、簡易な
手段により選択的に接続されうる。
【００２５】
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　透析装置の気泡捕捉器を上記の容器としてもよい。まさにこの用途において、容器内に
おける流体レベルの測定が必要である。当該装置が確実に機能するには、一定値かつ特定
値の流体レベルを測定することが必要であるためである。充填レベルは、例えば部分的な
充填のような最小値としてもよい。空気を含まない回路の場合ならば、気泡捕捉器はでき
る限り完全に充填されている状態とされる。医療用点滴装置または輸血装置の気泡捕捉器
を上記の容器としてもよい。
【００２６】
　対応する、容器内の流体媒体の充填レベルを静電容量的に測定するための方法において
は、前記容器はセンサシステムのレセプタクルに保持されており、前記センサシステムの
レベル検出装置は前記容器内の流体のレベルを静電容量的に測定するものであり、前記容
器の前記レセプタクルに対する正常なカップリングが、カップリング測定装置を用いて静
電容量的に判断される。
　ここで上記カップリング測定装置は、正常なカップリングを確実に判断するためにレベ
ル検出の測定結果を利用することもできるし、当該レベル検出中において、測定精度を上
げるために、カップリング測定の測定結果が利用されうる。
【００２７】
　前記レベル検出に係る測定と、前記カップリングに係る測定は、時間的に交互に行なわ
れるとよい。これにより測定に使用される電場に対する干渉を回避することができる。さ
らには、同じ電極を異なる周波数で駆動して各測定に使用することができる。加えて、経
時的な測定結果の変化を通じて、測定対象の媒体において生じうる気泡の発生を結論づけ
ることができる。
【００２８】
　医療装置、とりわけ透析装置であって、上記のセンサシステムと、気泡捕捉器が設けら
れた導電性水溶液の流体回路とを備えるものが提供されうる。前記センサシステムは、前
記気泡捕捉器内の流体レベルを測定し、当該測定の結果に応じて、前記流体回路の送液ポ
ンプ、弁、またはスロットルを制御する構成とされている。
【００２９】
　上記透析装置は、好ましくは腎不全患者の血液から尿中物質を除去するための血液透析
装置であり、本発明に係るセンサシステムが装着された気泡捕捉器を体外血液回路に備え
る。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】レベル検出の測定に用いる電気力線とともに示す測定装置の断面図である。
【図２】測定装置の等価回路図である。
【図３】測定装置の模式図である。
【図４】レベル検出用の別の電極と電気力線とともに示す容器の断面図である。
【図５】カップリング測定用の電気力線とともに示す測定装置の断面図である。
【図６】レセプタクルと容器の接触領域に異物が存在する測定装置の断面図である。
【図７】復調器による評価結果を示すタイミング図である。
【図８】加圧レバーとともに示す容器の断面図である。
【図９】電極の配置例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　図１は、内部に流体領域２２を有する円筒状の容器２０の断面を示している。通常の取
付時においては、容器２０は垂直方向に向けられて、その下側部分に流体が集まるように
される。したがって示されている断面は水平面となる。
　その外周の２つの側において、当該容器はセンサシステム１０のレセプタクル３０と線
接触している。「線接触」は、気泡捕捉器の軟質材の変形によって細く平坦な面接触にな
る場合を含む意味である。押さえ手段２４（図示せず）により、容器とレセプタクルの間
で堅固な機械的接触が行なわれるようになっている。
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　上述の接触面領域に、キャパシタプレートＣ１１、Ｃ１２、Ｃ２１およびＣ２２が配設
されている。レベル検出の測定中において、プレートＣ１１およびＣ１２は隣接し、かつ
直接的に制御電子回路を介して相互接続される。電極Ｃ２１およびＣ２２がそれに対応し
て接続される。電圧または電気周波数がキャパシタプレートに印加されると、図示の電気
力線が生じる。これらのプレートは、できる限り多くの電気力線が上記流体領域を貫いて
案内されるように配設される。レセプタクル３０の２つの接触面がなす角度は９０°であ
る。角度は６０°～１５０°であるとよい。
　上記接触面同士は、任意の角度をなすようにすることができる。例えば接触面の間が１
８０°である場合、それら接触面は単一平面を形成する。この場合、気泡捕捉器が機械的
な手段によって当該接触面に押し付けられる。例えば接触面の間が３６０°である場合、
互いに逆方向を向く接触面の間に気泡捕捉器が配置される。以下に詳述するように、充填
レベルは電場の測定によって特定されうる。
【００３２】
　図２は、レベル検出測定のための等価回路図を示す。ここでは３つのコンデンサが存在
する。すなわち電気力線が貫いている容器の第１の壁の静電容量ＣＷ１、測定媒体の静電
容量ＣＭ、および直列に接続された第２の壁の静電容量ＣＷ２である。測定媒体は導電性
を有するために、媒体の抵抗ＲＭがＣＭと並列に接続される。全インピーダンスＺｔｏｔ

は、Ｚｔｏｔ＝ＺＷ１＋ＺＭ＋ＺＷ２で与えられる。簡単のために、上記の議論において
は、レセプタクル３０の壁の静電容量は容器の対応する壁の静電容量と併せて考慮されて
いる。
【００３３】
　別の実施形態として、レセプタクルの外側に配置されたキャパシタ面Ｃ１１、Ｃ１２、
Ｃ２１およびＣ２２のそれぞれに対向するレセプタクルの内側に、金属被覆または金属の
表面が存在する構成としてもよい。このような金属被覆または金属の表面は容器２０と直
接接触し、それぞれキャパシタプレートＣ１１、Ｃ１２、Ｃ２１およびＣ２２と気泡捕捉
器内の測定媒体と共に、２つのコンデンサの直列接続を形成する。これにより気泡捕捉器
との容量結合が改善される。本実施形態において電気接点は、容器２０の反対側に位置す
る、キャパシタプレートＣ１１、Ｃ１２、Ｃ２１およびＣ２２の側にある。
【００３４】
　別の実施形態として、例えば図１とは逆に、キャパシタプレートＣ１１、Ｃ１２、Ｃ２

１およびＣ２２をレセプタクル３０の内側に配設し、キャパシタプレートが容器２０と直
接接触する構成としてもよい。これにより、レセプタクル３０の壁の厚さや材料の影響を
最小限に抑えられる。
【００３５】
　図５は、別回路配置に係るキャパシタプレートＣ１１、Ｃ１２、Ｃ２１およびＣ２２に
より生じる電気力線を示している。この場合、２つの隣接するキャパシタプレートＣ１１

とＣ１２またはＣ２１とＣ２２によって電場が生成される。この場合、後述するように、
正しいカップリングすなわちレセプタクル３０に対する容器２０の接触を検出することが
できる。したがって上述の実施形態と同じ電極が、まずレベル検出に使用され、次いで時
間的に交互に行なわれる別個の測定ステップにおいて当該カップリングのチェックに使用
される。
　キャパシタプレートＣ１１、Ｃ１２、Ｃ２１およびＣ２２の表面は、それぞれ７×１０
ｍｍの寸法を有し、隣接するキャパシタ面同士の間にある間隙は１～２ｍｍである。上記
キャパシタプレートの表面および間隙は他の形状および寸法を有することもできる。例え
ば図１に係るレベル検出のための共通回路におけるキャパシタ面は、約１５（または１６
）×１０ｍｍの寸法を有する。
　特許文献１に記載の公知技術とは対照的に、測定は容器の底部ではなく、容器の長手方
向に直交する向きに沿う断面を基準にして行なわれる。流体レベルを正確に特定可能とす
るために、レセプタクル３０における所定の位置に容器２０が軸方向を揃えて配置される
ように、適当な固定手段（図示せず）が用いられる。
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【００３６】
　透析装置の気泡捕捉器など、好ましくは円筒状の容器の外径は、例えば１９～２３ｍｍ
である（壁厚は例えば１．５ｍｍ）。当該容器は、好ましくはプラスチックからなる。当
該容器は、楕円形状または長円形状を基調とすることもできる。
　当該容器は、医療用血液処理カセットの一体的構成部品にすることもできる。この場合
、当該容器は任意の形状とすることができる。例えば、複数の平坦な正方形状等の外面を
有する構成としてもよい。測定電極および／またはキャパシタ面の（すなわち示されてい
る断面に）幅があるために、様々なサイズの容器２０との十分な互換性が確保される。
【００３７】
　すでに説明した複素インピーダンスＺｔｏｔは、その大きさと位相、すなわち虚数部分
と実数部分により特徴付けられうる。レベル検出の実際の測定効果は、インピーダンスＺ

ｔｏｔの実数部分に位置付けられることが好ましい。膜と媒体とでインピーダンスＺｔｏ

ｔの実数部分に対応するコンダクタンス値に差があることから、サージや膜に対する良好
な識別や充填レベル変化の検出が可能となる。動作周波数が比較的低い場合、複素インピ
ーダンスＺｔｏｔは虚数部分によって支配されている。したがって、サージまたは膜と充
填レベルとの識別は、より高い動作周波数（例えば８０ｋＨｚ超）で実行することができ
る。ＥＭＣに係る理由により、例えば３００ＭＨｚより高い周波数は好ましくない。
【００３８】
　図５においては、右側、すなわち容器２０とレセプタクル３０の間のキャパシタ面Ｃ２

１およびＣ２２にある程度の間隙が存在する。これは不十分なカップリングを示している
。よって図示されているように、カップリングの検出のための電場は、主に空気を通過し
、容器２０の壁を通過する分が少なくなる。したがって電場の状態を適切に評価すること
により、不十分なカップリングを検出することができる。充填レベルの測定に関して上述
したように、インピーダンスＺ１１からＺ１２、および／またはＺ２１からＺ２２の大き
さを評価することができる。あるいは公知技術により知られているように、位相を考慮す
ることもできる。これまで説明したカップリングの測定および／またはレベル検出は時間
的に交互に行なわれる。このため、図３に示されている制御・評価ユニットは異なる動作
状態を定義し、それらに対応してフォーカスアレイの相互接続が個別に制御される。
【００３９】
　フォーカスアレイの第１の相互接続ではレベル検出が行なわれる。そのために、対応す
るキャパシタ面に接続されるポート１１、１２、２１および２２が相互接続される。具体
的には、ポート１１とポート１２が短絡されてネットワークアナライザの接点１に接続さ
れ、ポート２１とポート２２が短絡されてネットワークアナライザの接点２に接続される
。これにより図１に示す電場がネットワークアナライザにより生成されうる。
　第２の相互接続においては、ポート１１が接点１に配線され、ポート１２が接点２に配
線されることにより、図５の左側に示すようなカップリングが行なわれる。このときポー
ト２１とポート２２は接続されない。第３の相互接続においては、ポート２１とポート２
２が、それぞれ接点１と接点２に接続され、図５の右側に示すようなカップリングが行な
われる。
　このようにしてネットワークアナライザから得られる３つの測定結果が制御・評価ユニ
ットで受信され、以下に詳述する評価ロジックにより、レベル、カップリング、または発
泡の存在をユーザに示す出力値に変換される。必要に応じて、フォーカスアレイの異なる
相互接続の各々について個別に最適化された動作周波数で測定が行なわれる。
【００４０】
　図６は、レセプタクルと容器の間の接触領域に水分または流体が存在する場合を示して
いる。このためカップリング量がかなり大きくなるように、カップリングの測定結果が変
化する。またこの水分は、充填レベル測定に好ましくない影響を与える点において有害で
ある。ネットワークアナライザは、この水増しされたカップリングを検出し、制御・評価
ユニットに通知する。制御・評価ユニットは、対応するアラームをユーザに対して発する
ことができる。
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【００４１】
　表１は、制御・評価ユニットの論理相互接続を示している。当該ユニットは、第１の相
互接続で得られる充填レベル測定の結果を受け取る。この結果は、不十分なレベルを示す
０と、十分なレベルを示す１で表わされる。第２および第３の相互接続の測定結果は、論
理積演算を用いて組み合わされ、カップリング不良を示す０と、カップリング良好を示す
１で表わされる。これらの値は評価ユニットに送られる。
【００４２】
【表１】

【００４３】
　レベル測定に係る値が１かつカップリング測定に係る値が１の場合に限り、評価結果が
「ＯＫ」とされ、この事実が例えば緑色ライト等によってユーザに通知される。レベル測
定に係る値が０の場合、この装置の状態に応じてさらなる場合分けが行なわれる。
　透析または洗浄の動作状態であって、カップリングが良好（値１）の場合は、レベルが
低下したときにアラームが発せられる。同状態であって、カップリングが不良（値０）の
場合は、カップリングまたは気泡捕捉器の位置が不適切な可能性がある旨を示す警告が発
せられる。
　装置のセットアップ動作状態においては、何も行なわれない。気泡捕捉器が装着されて
いないためにレベルを見込むことができない、あるいは検出対象のレベルが存在しない可
能性があるためである。
　セットアップ後の充填動作中においては、少なくとも気泡捕捉器は正しく装着されてい
ると見込まれるため、カップリングが良好（値１）の場合にアラームは発せられない。カ
ップリングが不良（値０）の場合は、適当な警告が発せられる。
【００４４】
　レベル測定に係る値が１であり、カップリングに係る値が０である場合、事前アラーム
の状況になる。レベル測定による信号が肯定的であるため、アラームを発する必要はない
。しかしながら、流体のレベル自体は良好のままでも、後にカップリング不良のためにレ
ベル測定に係る値が０（不十分なレベル）に変化する可能性があり、実際は当該カップリ
ングによりもたらされたものである不良レベルを示す信号が送られることになる。事前ア
ラームによって、カップリングの改善指示とともに事前警告がユーザに与えられる。この
ようにして、カップリング不良によって引き起こされる誤アラームを回避すること、とり
わけユーザによる測定結果の誤った解釈を回避することが可能になる。
【００４５】
　また上述のように、カップリング測定によりカップリングの増大も検出できる。この状
態は表１に値２で示されている。当該検出により、レベル測定に係る値とは無関係に、リ
ーク報知器より警告メッセージが発せられる。
【００４６】
　上述のように、センサシステムは厚発泡も認識することを要する。厚発泡は、例えば測
定流体が血液である場合に形成される。気泡捕捉器に耐圧接続された配管系にリークが生
じると、空気が流体すなわち血液の循環内に進入しうる。例えば血液ポンプの場合、流体
を送る際のシステム全体の挙動により、発泡の比率および分布は経時的に一定値に留まら
ない。したがって測定された電場に経時的な変化が生じ、測定される複素インピーダンス
Ｚｔｏｔが変化する。図７は位相変化の波形を示している。
　この波形は、測定複素インピーダンスＺｔｏｔから復調器によって生成され、制御・評
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価ユニットに送られる。評価ユニットはこのように変動する結果を受け取ると、ユーザは
適当なリーク警告（光、音響または触覚による）を与えられうる。あるいは処理動作を停
止または開始不可にすることができる。復調器はまた、測定複素インピーダンスＺｔｏｔ

の振幅に係る値を生成し、それを制御・評価ユニットに送ることもできる。
【００４７】
　上記センサシステムは、個々の測定を十分な頻度で行なうことができるように構成され
る。それにより測定は、数～数百ミリ秒の範囲内ごとに行なわれる。
【００４８】
　図８は、センサシステムのレセプタクル３０に容器２０を係止するシステムの例を示し
ている。２本のアーム２４が、レセプタクルの旋回軸２６に取り付けられている。図示し
ないばねの補助により、容器が上述の接触面に押し付けられうる。
【００４９】
　図９は、図４のＡ－Ａ方向から見た電極配置の様々な別例を示している。図９の（ａ）
においては、レベル検出に用いられる電極対Ｃ１１およびＣ１２は、上述の主要な実施形
態に対応して同じサイズを有している。
【００５０】
　これに代えて、レベル検出とカップリング検出に異なる電極を用いてもよい。図９の（
ｂ）においては、電極Ｃ１はレベル測定のみを担当し、電極Ｃ１１’およびＣ１２’はカ
ップリング検出を担当する。これらの電極は容器の軸方向について異なる並びとされるた
め、複数の測定を同時に行なうことができる。ここでは詳述しないが、この場合、当然に
異なる構成の分析・評価ユニットが必要となる。
　図９の（ｃ）と（ｄ）に示すように、単一のメイン電極Ｃ１をレベル測定に使用するこ
ともできる。カップリング測定動作中においてメイン電極Ｃ１は、対応する補助電極Ｃ１

２”と協働して動作する。図９の（ｃ）においては、補助電極Ｃ１２”が主要電極Ｃ１の
片側に沿って延びている。図９の（ｄ）においては、メイン電極が長円形（あるいは円形
）であり、補助電極Ｃ１２”がその外周側に同心状に配置されている。
【００５１】
　本発明は、透析装置等の医療装置、とりわけそのような装置の気泡捕捉器に好適に用い
られうる。この気泡捕捉器の主な目的は、その断面を拡大することにより空気を分離する
ことである。流体は気泡捕捉器の下端面から流れ出すため、生じうる気泡は流れ込む流体
から分離される。
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